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1

序論

複数の正則な実対称行列 C (k) ∈
1, 2, . . . , K) が与えられるときに，

W C (k) W T = Λ(k)

RN ×N (k =

(k = 1, 2, . . . , K)

を満足する正則な行列 W ∈ RN ×N を求める問題を
考える．ただし，Λ(k) ∈ RN ×N (k = 1, 2, . . . , K) は
対角行列である．この問題は非直交同時対角化問題
（NOJD 問題）と呼ばれ，信号処理の分野に応用を持
つ [1]．NOJD 問題は，一般の入力 {C (k) }k に対し解を
もたない．そのような場合，何らか対角化の尺度を定
め，可能な限り {Λ(k) }k を対角に近づける行列 W を
求める．
NOJD 問題は，{C (k) }k に対して前処理を行うこと
で，直交行列による同時対角問題に帰着することがで
きる．しかしながら，入力に誤差が含まれる現実の問
題に適用すると，解の精度が低下することが知られて
いる [2]. この問題を回避するため，前処理を経由せず，
同時対角化する非直交行列を直接求めるアルゴリズム
が研究されている．
LUJ2D アルゴリズムは，近年に Afsari によって提
案された NOJD 問題を直接解く反復解法の 1 つであ
る [3]. LUJ2D アルゴリズムは，対角化の尺度として
スケール不変な評価関数を用い，さらに，{C (k) }k が
正定値でない場合にも適用可能であるという望ましい
性質を備える．しかしながら，LUJ2D アルゴリズムの
従来の実装法では，計算の大部分がキャッシュ利用効
率の低いベクトル更新となるため，近年のプロセッサ
での実行性能が極めて低いという問題がある．独立に
実行可能なベクトル更新をまとめることにより，計算
の大部分をベクトル更新よりはキャッシュ性能の高い
ランク 1/2 更新に置き換えることが可能ではあるが，
その場合でも実行性能は依然として低い．
本研究では，計算量の大部分が行列積となる LUJ2D
アルゴリズムの実装法を提案し，アルゴリズムのキャッ
シュ利用効率を改善する．
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1. (i, j) の順序を変更する．ただし，丸めを無視した
ときに，提案法で得られる解が従来法と一致する
ようにする．
2. 複数の更新をまとめ，C (k) が行列積によって更新
されるようにする．ただし，ai,j の決定に必要な
C (k) の少数の要素は行列積を使わずに先行して更
新する．
提案法の詳細については当日に発表を行う．
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数値実験

乱数を用いて生成した N = 240, K = 240 の実対
称行列の組に対して，従来の実装法および提案する実
装法の LUJ2D アルゴリズムを適用し，Opteron 1210
プロセッサを備える計算機で 1 プロセッサコアのみを
使用し性能を調査した．提案法は従来法と比べて最大
1.77 倍高速化され，ピーク性能の 21%を達成した．実
験結果の詳細については当日に発表を行う．
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キャッシュ向け最適化

LUJ2D アルゴリズムでは，各反復ステップで実行
される KN (N − 1) 回の更新
C (k) ← Ri,j (ai,j )C (k) Ri,j (ai,j )T

が計算量の大半を占める．ただし，更新を適用する順
序（(i, j) の順序）については任意性が存在する．また，
N ×N
Ri,j (a) = I + aei eT
であり，ai,j は各 (i, j)
j ∈ R
(k)
における C の更新前に C (k) を参照して決定される
スカラパラメータである．
提案法では，次の 2 つの方針により，C (k) の更新に
ついてキャッシュ性能の改善を行う．

(k = 1, . . . , K)
(1 ≤ i ̸= j ≤ N )
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